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房総の漁業集落の成立 に関す る地理学的考察
‑

鴨川市天面地区を事例 として‑
佐

地理学研 究において ,文化現象を対象 とす る際
には どの よ うな方法を用い るべ きであろ うか｡従
来の地理学研究は 自然的 ･生態学的条件 との関係
に基づいた人間の集団生活を対象 としている｡ し
か し,個別 的な文化現象は単に 自然的 ･生態学的
条件に よって限定 され るものではな く,社会的 ･
経済的な諸 関係に媒介 されて成立 している｡ この
ことは,社会構造を主な研究対象 としている社会
人類学 の成 果に よって明 らかである｡ また 日本民
俗学で も,同様 の視点か ら考察がな されてい る｡
この ことについて千葉徳爾氏 は ,｢
地 域 の諸 要素
の構造状態 を分析 し,地域社会 の住民生活に及ぼ
している作用を分類 し順序づけ ,それ らと民俗現
象 との関連性 の メカニズ ムを明 らかにす る方法｣
があるとし,それには地理学 ･社会学 な どの方法
が援用 され なければな らない と述べてい るO個別
文化現象が地域 の諸要素の複合 と相互連関作用 を
通 して形成 されているな らば ,当該社会 の文化現
象を考察す る際 に地理学 的研 究対 象 のみ を取 り
扱 っていては不十分 といえ よう｡地理学研究にお
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要があると思われ る｡
調査対象地域の千葉県鴨川市天面地 区は ,改葬
習俗 の営 まれた地域 として非常に有名である｡多
くの調査者 が天面を訪れ ,民俗学的 ,人類学的調
査 ･分析を行 っている｡ この ように天面 の葬制 は
非常に重要 な問題 として扱われているが ,改葬習
俗を持つに至 った天面独特の風土や背景について
考察 した ものはほ とん どない｡今回の論文では,
以上の ような視点に基づ き,民俗学的 ･人類学的
成果を用いて ,天面 の集落の成立について考察す
ることを試 みたい｡天面はまた ,この ような方法
を用いた考察を行な うには格好 の地域 であるよう
に思える｡
近世にな ると,畿 内で綿作が急激 な広が りをみ
せ ,その肥料に大量 の干脇 を必要 としたため原料
の鯵を乱獲 し,畿 内の漁場 は荒廃 した｡ 畿 内漁
氏 ,特に紀州漁民は新 しい漁場を求めて房総‑出
稼 ･移住す るようにな った｡その結果 ,房総 には
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畿 内の進 んだ漁猟技術が伝播 され ,大量 の鯵が描
獲 で きるようにな った｡鰯 は船 で干鯵 問屋‑出荷
され ,商業経済が確立 され るに至 るのである｡つ
ま り,紀州漁民 の出稼 ･移住に よって ,房総 では
自給 自足的漁でな く生業 としての漁業が営 まれ る
ようにな り,集落は漁業集落 として成立す る｡特
に九十九里地方 は,文献や民間伝承等に よってそ
の事実が明 らかに されている｡ しか し,紀州漁民
の移住が文献に明示 されていない小規模 の漁業集
落については どの ように成立 したのか ,いままで
あま り考察 されていなか った｡天面 には紀州漁民
にまつわ る民間伝承や神社縁起等はな く,一見紀
州漁民がかかわ ることな く成立 した漁業集落の よ
うに思えるのである｡ しか し,天面を丹念に調査
す ると,紀州 と関係のある事象が幾つか存在す る
ことがわか る｡ この事象 とは漁法や改葬習俗や若
者観等の社会的遺制 である｡改葬習俗 は ,房総半
島では天面 で しか営 まれていない ものであ り,太
平洋を媒介 として他地域 (
紀州)か らもた らされ
た もの と思われ る｡ また関西方面で発生 した石塔
文化が房総 の他 集 落 よ り古 い時代 にみ られ る こ
と,西 日本文化 とされ る若者観 の存在が認め られ
ること,近世 の天面 では紀州漁民が伝 えた とい う
漁法 を行な っていた とい う文献が残 されているこ
とか ら,天面に紀州漁民が関係 していることはほ
ぼ間違 いない と推測 され る｡ また天面 は ,その集
落形態や村 内姫的傾 向,年齢階梯制 の存在な ど海
人系漁民集落の特徴 も有 している｡つ ま り,天面
は紀州漁民の出稼 ･移住に よって成立 した海人系
漁業集落 の可能性が強い｡
紀州漁民は 日本漁業史上 ,最 も指導的な役割を
担 った とい うことがで きる｡その広範 囲で集団的
な活動 の結果 ,房総において交通至便 で好漁場 の
控 えた ところは ,先発 の紀州漁民が 占拠 している
ため ,後続 の者は さらにその先‑足を伸ば して根
拠地を探 さなければな らなか った と考 え られ る｡
天面 は ,その後続 の紀州漁民の植民地 とな った可
能性が強い と思われ る｡

‑1
09‑

